
 

 

 

知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。）

○現在ご利用いただいているタブレットについて

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

期が決まりましたら、改めてお知らせ

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

す。対象者には別途お知らせします。

○

・

ットの配布を検討してい

・新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

です。

問

 

作りを楽しんでみませんか。

○日

○場

○参加費…おひとり

○定

○準備物…裁縫道具

※参加される方は

問

○

６月６日（水）、

○

○

問

密は守られます。お気軽にご相談ください。

○日

○場

問

 

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

くは同封したチラシをご覧ください。

○日

○場

○申込方法…

※

問
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知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。）

○現在ご利用いただいているタブレットについて

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

期が決まりましたら、改めてお知らせ

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

す。対象者には別途お知らせします。

○個人負担による新タブレットの配布について

・村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

ットの配布を検討してい

新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

です。配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。

問総務課企画係

 今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

作りを楽しんでみませんか。

○日 時…

○場 所…

○参加費…おひとり

○定 員…

○準備物…裁縫道具

※参加される方は

問生涯学習課

○体育館無料開放

６月６日（水）、

○場 所

○内 容

問生涯学習課（

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

密は守られます。お気軽にご相談ください。

○日 時

○場 所

問住民課住民係（本庁☎

「この世界の片隅に
 村交流センター

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

くは同封したチラシをご覧ください。

○日 時…

○場 所…

○申込方法…

※送迎バスの利用も

問生涯学習課

いいたてクリニックの診療日時

タブレット事業のお知らせについて
24 年度から村民向けに配布しているタブレット事業につ

知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。）

○現在ご利用いただいているタブレットについて

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

期が決まりましたら、改めてお知らせ

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

す。対象者には別途お知らせします。

個人負担による新タブレットの配布について

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

ットの配布を検討してい

新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。

総務課企画係（

今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

作りを楽しんでみませんか。

時…６月 15

所…村交流センター

○参加費…おひとり

員…15 名

○準備物…裁縫道具

※参加される方は

生涯学習課(ふれ愛館☎

運動して
体育館無料開放

６月６日（水）、13

所…福島県青少年会館体育館

容…卓球、バドミントン、インディアカ

生涯学習課（スポーツ公園

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

密は守られます。お気軽にご相談ください。

時…６月１日

所…村交流センター「ふれ愛館」

住民課住民係（本庁☎

この世界の片隅に
村交流センター

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

くは同封したチラシをご覧ください。

時…６月 30

第１回上映：午前

所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

○申込方法…同封した

涯学習課までお申し込み

送迎バスの利用も

生涯学習課（ふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

タブレット事業のお知らせについて
年度から村民向けに配布しているタブレット事業につ

知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。）

○現在ご利用いただいているタブレットについて

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

期が決まりましたら、改めてお知らせ

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

す。対象者には別途お知らせします。

個人負担による新タブレットの配布について

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

ットの配布を検討してい

新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。

（本庁☎

「手芸教室」参加者募集
今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

作りを楽しんでみませんか。

15 日(金

村交流センター

○参加費…おひとり 1,000

名 

○準備物…裁縫道具 

※参加される方は６月７日（木）

ふれ愛館☎

運動して
体育館無料開放日時 

13日（水）、

福島県青少年会館体育館

卓球、バドミントン、インディアカ

スポーツ公園

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

密は守られます。お気軽にご相談ください。

６月１日(金)

村交流センター「ふれ愛館」

住民課住民係（本庁☎

この世界の片隅に
村交流センターでは、昨年日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

くは同封したチラシをご覧ください。

30 日(土

回上映：午前

飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

同封したチラシに記入の上

涯学習課までお申し込み

送迎バスの利用も FAX

ふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

タブレット事業のお知らせについて
年度から村民向けに配布しているタブレット事業につ

知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。）

○現在ご利用いただいているタブレットについて

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

期が決まりましたら、改めてお知らせ

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

す。対象者には別途お知らせします。

個人負担による新タブレットの配布について

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

ットの配布を検討しています。

新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。

☎0244-

「手芸教室」参加者募集
今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

作りを楽しんでみませんか。 

金) 午前

村交流センター「ふれ愛館

1,000 円 

６月７日（木）

ふれ愛館☎0244-

運動していい汗かきましょう！
  

日（水）、20（水）

福島県青少年会館体育館

卓球、バドミントン、インディアカ

スポーツ公園☎0244

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

密は守られます。お気軽にご相談ください。

) 午前

村交流センター「ふれ愛館」

住民課住民係（本庁☎0244-

この世界の片隅に
、昨年日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

くは同封したチラシをご覧ください。

土) 

回上映：午前 10

飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

チラシに記入の上

涯学習課までお申し込み

FAX か電話でお申し込みください。

ふれ愛館☎0244

いいたてクリニックの診療日時

タブレット事業のお知らせについて
年度から村民向けに配布しているタブレット事業につ

知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。）

○現在ご利用いただいているタブレットについて

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

期が決まりましたら、改めてお知らせします。

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

す。対象者には別途お知らせします。

個人負担による新タブレットの配布について

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

ます。 

新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。

-42-1613

「手芸教室」参加者募集
今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

 

午前 10 時～正午

ふれ愛館

 (材料費

６月７日（木）までに生涯学習課へお申込みください。

-42-0072

いい汗かきましょう！

（水）、27日（水）

福島県青少年会館体育館（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカ

☎0244-42

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

密は守られます。お気軽にご相談ください。

午前 10 時～午後３時

村交流センター「ふれ愛館」

-42-1619

この世界の片隅に」
、昨年日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

くは同封したチラシをご覧ください。

10 時 30

飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

チラシに記入の上

涯学習課までお申し込み

か電話でお申し込みください。

0244-42-0072

いいたてクリニックの診療日時 

第 8

タブレット事業のお知らせについて
年度から村民向けに配布しているタブレット事業につ

知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。）

○現在ご利用いただいているタブレットについて 

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

します。 

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

す。対象者には別途お知らせします。 

個人負担による新タブレットの配布について 

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。

1613） 

「手芸教室」参加者募集
今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

時～正午

ふれ愛館」 視聴覚室

材料費) 

までに生涯学習課へお申込みください。

0072 ) 

いい汗かきましょう！

日（水）  

（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカ

42-0152

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

密は守られます。お気軽にご相談ください。

時～午後３時

村交流センター「ふれ愛館」 視聴覚室

1619） 

」無料上映します！
、昨年日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

くは同封したチラシをご覧ください。 

30 分～ 第

飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

チラシに記入の上 FAX・もしくは電話にて

涯学習課までお申し込みください。

か電話でお申し込みください。

0072・FAX0244

 毎週火・木曜日

892 号 

タブレット事業のお知らせについて
年度から村民向けに配布しているタブレット事業につ

知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。）

 

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

 

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約 2,000

配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。

「手芸教室」参加者募集
今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

時～正午 （受付９時

視聴覚室

までに生涯学習課へお申込みください。

いい汗かきましょう！

  午前10

（福島市黒岩）

卓球、バドミントン、インディアカなど

152） 

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

密は守られます。お気軽にご相談ください。 

時～午後３時 

視聴覚室

無料上映します！
、昨年日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

第２回上映：午後

飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

・もしくは電話にて

ください。 

か電話でお申し込みください。

FAX0244-

毎週火・木曜日

 平成 30

タブレット事業のお知らせについて
年度から村民向けに配布しているタブレット事業につ

知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。）

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

2,000 円／月）となる予定

配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。

「手芸教室」参加者募集 ! 
今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

（受付９時 30

視聴覚室 

までに生涯学習課へお申込みください。

いい汗かきましょう！

10時～正午

（福島市黒岩） 

など  ※上履き持参

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

視聴覚室 

無料上映します！
、昨年日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

回上映：午後

飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

・もしくは電話にて

 

か電話でお申し込みください。 

-42-0860

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年５月

タブレット事業のお知らせについて 
年度から村民向けに配布しているタブレット事業について、

知らせいたします。（※詳細は同封のチラシをご確認ください。） 

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

円／月）となる予定

配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。

  

今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

30 分より）

までに生涯学習課へお申込みください。

いい汗かきましょう！ 

時～正午 

上履き持参

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

無料上映します！
、昨年日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。

回上映：午後１時

飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料） 

・もしくは電話にて、下記生

0860） 

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

いて、お

 

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

円／月）となる予定

配布の時期、詳細については、改めてお知らせいたします。 

今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

分より） 

までに生涯学習課へお申込みください。 

上履き持参 

人権擁護委員による特設人権相談について 

人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

無料上映します！ 
、昨年日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

ます。全世代の感動を呼ぶ名作を、大型スクリーンでご覧ください。詳し

時 10 分～

 

、下記生

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

 

日 

 

・今年の秋ごろを目安に現在のタブレット事業は全て終了します。事業終了の時

・現時点で、６か月間ご利用のないタブレットの契約は６月末で解約しま

村では、現在ご利用いただいているタブレットに代わる、新しいタブレ

円／月）となる予定

今回は、古布で小さくかわいらしいうさぎのブローチをつくります。手

人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で秘

、昨年日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作

品賞など数々の賞に輝いた「この世界の片隅に」の特別無料上映会を行い

詳し

分～ 

、下記生

 村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

すのでお知らせします。

○日 

○場 

○料 

収集できないもの

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

ンでのご対応をお願いします。

問住民課住民係（本庁☎

こころを豊かにする趣味は、生活

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

ませんか！グループのつくり方もご相談下さい。

○助成対象…

○助成内容…講座１

      

問生涯学習課（

園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

鳥獣害対策についての学習会を開催します。

既に

鳥獣害対策

の村民の皆さんの参加をお待ちしています。

○日 

○場 

○講 

問復興対策課農政第二係

～結婚

県老人クラブ連合会では、しあわせ金婚夫婦

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

○対 象

      

○申込締切…

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
 下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

前回のお知らせ版に同封した

○実施期間…

問住民課住民係（本庁☎

 
６月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。

◆６月８

◆６

◆６月

○場

問飯舘村議会事務局（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時

村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

すのでお知らせします。

 時…７月

 所…飯舘クリアセンター（

 金…無料

収集できないもの

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

ンでのご対応をお願いします。

住民課住民係（本庁☎

こころを豊かにする趣味は、生活

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

ませんか！グループのつくり方もご相談下さい。

○助成対象…

○助成内容…講座１

      

生涯学習課（

村内の営農再開に伴う学習会のご案内
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

鳥獣害対策についての学習会を開催します。

既に自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで

鳥獣害対策や譲渡･出荷の際の留意点など、広く学習いただけます。

の村民の皆さんの参加をお待ちしています。

 時…５月

 所…飯舘

 師…福島県相双農林事務所

復興対策課農政第二係

～結婚 50 年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます

県老人クラブ連合会では、しあわせ金婚夫婦

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

対 象 者…

      

○申込締切…

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

前回のお知らせ版に同封した

○実施期間…

住民課住民係（本庁☎

 ６月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
６月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。

◆６月８日

◆６月 12 日（火

６月 15 日

場   所‥‥‥

飯舘村議会事務局（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時

粗大ごみの受け入れを行います
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

すのでお知らせします。

７月 28 日（土）、

所…飯舘クリアセンター（

金…無料 

収集できないもの 

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

ンでのご対応をお願いします。

住民課住民係（本庁☎

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

ませんか！グループのつくり方もご相談下さい。

○助成対象…村民５

○助成内容…講座１

      ・新規ｸﾞﾙｰﾌﾟ

生涯学習課（ふれ愛館

村内の営農再開に伴う学習会のご案内
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

鳥獣害対策についての学習会を開催します。

自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで

や譲渡･出荷の際の留意点など、広く学習いただけます。

の村民の皆さんの参加をお待ちしています。

５月 29 日（火）

飯舘村交流センター「ふれ愛

師…福島県相双農林事務所

復興対策課農政第二係

しあわせ金婚夫婦を表彰します
年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます

県老人クラブ連合会では、しあわせ金婚夫婦

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

…昭和 43

      (昨年届出をされていない方も該当します

○申込締切…７月 10

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

前回のお知らせ版に同封した

○実施期間…５月 23

住民課住民係（本庁☎

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
６月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。

日（金）‥‥‥

日（火）・

日（金）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会

所‥‥‥

飯舘村議会事務局（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

粗大ごみの受け入れを行います
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

すのでお知らせします。 

日（土）、

所…飯舘クリアセンター（

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

ンでのご対応をお願いします。

住民課住民係（本庁☎0244

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

ませんか！グループのつくり方もご相談下さい。

５名以上のグループ

○助成内容…講座１回につき

新規ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ふれ愛館☎

村内の営農再開に伴う学習会のご案内
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

鳥獣害対策についての学習会を開催します。

自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで

や譲渡･出荷の際の留意点など、広く学習いただけます。

の村民の皆さんの参加をお待ちしています。

日（火） 

村交流センター「ふれ愛

師…福島県相双農林事務所

復興対策課農政第二係（

しあわせ金婚夫婦を表彰します
年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます

県老人クラブ連合会では、しあわせ金婚夫婦

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

43 年１月１日～昭和

昨年届出をされていない方も該当します

10 日(火

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

前回のお知らせ版に同封した

23 日(水

住民課住民係（本庁☎0244

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
６月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。

）‥‥‥

）・13 日（水

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会

所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

飯舘村議会事務局（本庁☎

分～午前

粗大ごみの受け入れを行います
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

日（土）、29 日（日）

所…飯舘クリアセンター（

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

ンでのご対応をお願いします。 

0244-42-

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

ませんか！グループのつくり方もご相談下さい。

名以上のグループ

回につき 5,000

新規ｸﾞﾙｰﾌﾟは３回助成

☎0244-42

村内の営農再開に伴う学習会のご案内
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

鳥獣害対策についての学習会を開催します。

自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで

や譲渡･出荷の際の留意点など、広く学習いただけます。

の村民の皆さんの参加をお待ちしています。

 午前 10

村交流センター「ふれ愛

師…福島県相双農林事務所

（本庁☎

しあわせ金婚夫婦を表彰します
年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます

県老人クラブ連合会では、しあわせ金婚夫婦

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

年１月１日～昭和

昨年届出をされていない方も該当します

火) 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

前回のお知らせ版に同封したチラシでご確認ください。

水)～５月

0244-42-

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
６月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥開

日（水）

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

飯舘村議会事務局（本庁☎0244

分～午前 11 時 30

 

 

 

 
 

 

粗大ごみの受け入れを行います
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

日（日）  午前９時～午後２時

所…飯舘クリアセンター（0244-42

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

-1618） 

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

ませんか！グループのつくり方もご相談下さい。

名以上のグループ 

5,000 円 

回助成 ・

42-0072）

村内の営農再開に伴う学習会のご案内
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

鳥獣害対策についての学習会を開催します。

自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで

や譲渡･出荷の際の留意点など、広く学習いただけます。

の村民の皆さんの参加をお待ちしています。

10 時  

村交流センター「ふれ愛館」

師…福島県相双農林事務所 農業振興普及部

☎0244-42

しあわせ金婚夫婦を表彰します
年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます

県老人クラブ連合会では、しあわせ金婚夫婦

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

年１月１日～昭和 43

昨年届出をされていない方も該当します

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

チラシでご確認ください。

月 24 日(

-1618） 

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
６月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥開

）‥‥‥‥‥‥‥一

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

0244-42-1628

30 分）☎

粗大ごみの受け入れを行います
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

午前９時～午後２時

42-1588）

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

 

「一人一趣味」団体、募集中‼
に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

ませんか！グループのつくり方もご相談下さい。

 

・既グループ

） 

村内の営農再開に伴う学習会のご案内
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

鳥獣害対策についての学習会を開催します。 

自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで

や譲渡･出荷の際の留意点など、広く学習いただけます。

の村民の皆さんの参加をお待ちしています。 

   

館」 研修室

農業振興普及部

2-1625）

しあわせ金婚夫婦を表彰します
年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます

県老人クラブ連合会では、しあわせ金婚夫婦を表彰します。該当する方

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

43 年 12

昨年届出をされていない方も該当します

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

チラシでご確認ください。

(木) 

 

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
６月議会定例会が下記日程で開催されます。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥開

‥‥‥‥‥‥‥一

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

1628） 

分）☎0244-68

粗大ごみの受け入れを行います
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

午前９時～午後２時

）  

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

「一人一趣味」団体、募集中‼
に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

ませんか！グループのつくり方もご相談下さい。 

既グループは

村内の営農再開に伴う学習会のご案内
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで

や譲渡･出荷の際の留意点など、広く学習いただけます。

研修室 

農業振興普及部 土屋

） 

しあわせ金婚夫婦を表彰します
年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます

を表彰します。該当する方

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

12 月 31 日に結婚された方

昨年届出をされていない方も該当します

-42-1021

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

チラシでご確認ください。

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
６月議会定例会が下記日程で開催されます。どなたでも、傍聴でき

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥開会

‥‥‥‥‥‥‥一般質問

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

 

68-2277

粗大ごみの受け入れを行います 
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

午前９時～午後２時 

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器  等

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。 

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。 

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

「一人一趣味」団体、募集中‼ 
に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

は１回のみの助成

村内の営農再開に伴う学習会のご案内
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで

や譲渡･出荷の際の留意点など、広く学習いただけます。

 

土屋貴史氏

しあわせ金婚夫婦を表彰します 
年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます

を表彰します。該当する方

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

日に結婚された方

昨年届出をされていない方も該当します) 

1021） 

狂犬病予防注射のお知らせについて（再掲）
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

チラシでご確認ください。 

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
どなたでも、傍聴でき

会 

般質問 

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

2277 

 
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

等 

 

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

 
に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

回のみの助成

村内の営農再開に伴う学習会のご案内 
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで

や譲渡･出荷の際の留意点など、広く学習いただけます。多く

貴史氏 ほか

 
年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます

を表彰します。該当する方

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。

日に結婚された方

（再掲）
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定 〕
どなたでも、傍聴でき

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行いま

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業

所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーショ

に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講師

謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレンジし

回のみの助成 

 
園芸作物（野菜類･果実類）や山菜類等の出荷･販売等を行う際の、また

自家用で営農の方や出荷販売している方、栽培を始めようとする方まで、

多く

ほか 

年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます～ 

を表彰します。該当する方

は各地区の老人クラブ、または村社会福祉協議会まで申し込みください。 

日に結婚された方 

（再掲） 
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。犬を飼っている方は、

注射を受けていただきますようお願いします。注射の実施場所及び時間は、

〕 

どなたでも、傍聴でき

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
平成30年４月１日から30日までに村で行った食品等の放射性物質の測

定結果について、お知らせします。この他の測定品目や詳細な測定結果に

ついては、村ホームページに掲載していますので、ご覧ください。 

１．飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／ℓ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

井戸水・湧水等 ２ ０ 不検出 前田・八和木 他 

２．一般食品 

放射性セシウムの基準値 「一般食品 100Bq/Kg」「乳児用食品 50Bq/Kg」 

問復興対策課農政第二係（本庁☎0244-42-1625） 

各行政区の放射線測定値 
村が独自に計測した各行政区の１時間当たりの大気中放射線測定値は

次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化します。

単位は全て㍃シーベルト/時です。※は除染未実施分です。 

【農地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
５月２日（晴） ４月 18 日（雨） 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.37 0.36 0.34 0.35 

２ 深谷字原前地内 0.09 0.09 0.10 0.10 

３ 伊丹沢字山田地内 0.38 0.29 0.35 0.30 

４ 関沢字中頃地内 0.26 0.24 0.27 0.23 

５ 小宮字曲田地内 0.39 0.38 0.41 0.41 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.38 0.40 0.37 0.37 

７ 大倉字湯舟地内 0.21 0.21 0.20 0.18 

８ 佐須字佐須地内 0.30 0.28 0.29 0.27 

９ 草野字柏塚地内 0.20 0.17 0.18 0.18 

10 飯樋字下桶地内地内 0.41 0.45 0.44 0.46 

11 飯樋字一ノ関地内 0.20 0.19 0.21 0.19 

12 飯樋字笠石地内 0.35 0.29 0.39 0.50 

13 飯樋字原地内 0.39 0.39 0.36 0.35 

14 比曽字比曽地内 0.23 0.22 0.23 0.21 

15※ 長泥字長泥地内 2.46 3.45 2.37 3.35 

16 蕨平字木戸地内 0.45 0.40 0.46 0.40 

17 松塚字神田地内 0.20 0.17 0.18 0.17 

18 臼石字町地内 0.47 0.53 0.47 0.44 

19 前田字福田地内 0.38 0.41 0.40 0.37 

20 二枚橋字町地内 0.27 0.25 0.25 0.25 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
５月２日 ４月 18 日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.27 0.24 0.29 0.25 

２ 深谷字大森地内 0.25 0.32 0.26 0.33 

３ 伊丹沢字伊丹沢地内 0.15 0.22 0.17 0.18 

４ 関沢字中頃地内 0.25 0.26 0.27 0.27 

５ 小宮字曲田地内 0.34 0.25 0.32 0.23 

６ 芦原白金地内 0.19 0.20 0.21 0.20 

７ 大倉字大倉地内 0.12 0.14 0.14 0.14 

８ 佐須字虎捕地内 0.31 0.32 0.29 0.24 

９ 草野字大坂地内 0.22 0.19 0.24 0.26 

10 飯樋字町地内 0.21 0.22 0.23 0.22 

11 飯樋字割木地内 0.27 0.24 0.29 0.25 

12 飯樋字笠石地内 0.23 0.24 0.23 0.21 

13 飯樋字宮仲地内 0.15 0.13 0.14 0.12 

14 比曽字中比曽地内 0.21 0.19 0.24 0.18 

15※ 長泥字曲田地内 2.10 2.58 2.26 2.96 

16 蕨平字蕨平地内 0.32 0.31 0.38 0.34 

17 関根字押木内地内 0.18 0.16 0.17 0.13 

18 臼石字菅田地内 0.20 0.19 0.23 0.22 

19 前田字古今明地内 0.24 0.20 0.23 0.18 

20 須萱字水上地内 0.15 0.13 0.12 0.14 

遊びの教室のお知らせ 
就学前までのお子さんを対象に、遊びの教室を開催します。 

○日 時…６月９日（土）  午前 11 時 10 分～午前 11 時 45 分  

受付：午前 11 時～ 

○会 場…いいたて子育て支援センター「すくすく」（☎024-572-6500） 

○内 容…親子遊び（ふれあい遊び、紙芝居等） 

○申込み…６月５日（火）までに健康係へご連絡ください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-42-1638） 

いいたてスポーツ公園 テニス教室開催！ 
 ４月より一部オープンしている村スポーツ公園では、初心者のためのテ

ニス教室を開催します。新しいコートで、ぜひプレイを楽しみましょう♪ 

○日 時…６月 24 日（日） 午前 10 時～正午  

○場 所…いいたてスポーツ公園 伊丹沢字山田 380 

○講 師…南相馬市テニス協会長 佐久間 光弘 氏 

○対象者…村民、近隣市町村在住のテニス愛好者 

○申込締切…６月 18 日（月） 午後５時 

○申込方法…同封したチラシに記入の上 FAX・もしくは電話にて、下記いい

たてスポーツ公園までお申し込みください。 

問生涯学習課（スポーツ公園☎0244-42-0152） 

弁護士による心配ごと相談を開催します 

村社会福祉協議会では、「心配ごと相談」を下記のとおり開催しますの

でご利用ください。相談は無料です。 

○日 時…６月 20 日（水）  午後１時 15 分～午後３時 

○会 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○相談員…弁護士・鈴木芳喜氏 

○予 約…６月 15 日（金）まで村社会福祉協議会に申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

お茶のみ会のご案内 
村社会福祉協議会では、避難先での「お茶のみ会」を開催します。皆さ

んの参加をお待ちしています。 

開催日 時 間 場 所 会費 

６月 11 日（月） 

午前 10 時

～  

11 時 30 分 

川俣町老人福祉センター 

いきいき荘 100 円 
（当日、受

付で徴収

します） 

６月 15 日（金） 
保原中央交流館 

３階大会議室 

６月 20 日（水） 
原町区福祉会館 

視聴覚室 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

目黒リバーサイドフェスティバル 2018 出展者募集！ 

 震災前より交流のある東京都目黒区より、商工まつりでの産直コーナー

への出展案内がありましたので、募集します。出展を希望される方は、問

い合わせ先までご連絡ください。 

○日 時…7 月 28 日（土）～29 日（日） 午前 10 時～午後５時 

○会 場…東京都目黒区（目黒区区民センター） 

○出展料…無料 ○出展報償…各団体 30,000 円 

○申込期限…5 月 31 日（木）まで 

※出展団体は３団体までを予定しています。応募が予定数を超えた場合は、

出展団体を調整する場合がありますのであらかじめご了承ください。 

※商品のみの出展であれば可能という場合も、ご相談ください。 

○その他…会場までの移動及び宿泊先の手配等は各自、実費負担。 

問復興対策課商工労政係（本庁☎0244-42-1620） 

オープンガーデンのお知らせ 
 オープンガーデン飯舘では、下記の日程で無料自由公開を行います。自

然と調和した素敵な庭をぜひ、ご覧ください。 

○日時…６月２日（土）、３日（日）、９日（土）、10 日（日）、16 日（土）、17 日（日） 

○場所…小宮字曲田 143-4（オープンガーデン飯舘会員 松原光年宅） 

※上記以外の公開については、下記までお問い合わせください。 

問オープンガーデン飯舘会員 松原光年（☎0244-43-2156） 

測定品目 
測定

件数 

セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

フキノトウ 37 34 520Bq/㎏ 蕨平 他 

カラシ菜 22 6 66Bq/㎏ 前田・八和木 他 

クレソン 2 0 不検出 前田・八和木 他 

タラノメ 29 28 2,227Bq/㎏ 八木沢・芦原 他 


